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平成３０年度 新規採用職員アンケート

平成３０年度の新規採用職員に、志望動機、働いてみた感想、試験勉強、これから
受験される皆さんへのアドバイスを本音で聞きました。主なものをご紹介します。

１ 回答者

平成３０年度新規採用職員 ６８名

２ 職種

事務系 ２職種（行政事務、一般事務）

技術系 １４職種（電気、機械、建築、総合土木、農業、林業、水産、化学、
管理栄養士、心理、薬剤師、保健師、司書、臨床検査技師）

３ 内訳

既卒
新卒 合計

社会人経験あり 社会人経験なし

事務系 １９ ３ ４ ２６

技術系 ２８ １０ ４ ４２

合計 ４７ １３ ８ ６８

４ 質問項目

Ｑ１．県職員を目指した理由
Ｑ２．民間企業から公務員へ変わった理由（社会人経験者）
Ｑ３．県職員として働いてみた感想
Ｑ４．入庁前・後で、徳島県庁へのイメージの変化
Ｑ５．公務員を目指そうと思った時期
Ｑ６．受験勉強を始めた時期
Ｑ７．採用試験情報を得たツール
Ｑ８．徳島県（人事委員会等）が主催・参加する説明会への参加経験
Ｑ９．採用試験前にやっておけば良かったと思う試験対策
Ｑ10．職種の魅力
Ｑ11．先輩職員からのメッセージ
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Ｑ１．県職員を目指した理由は。

●徳島県内で働きたかったから。 （４７名）

●幅広い仕事ができるから。 （２８名）

●安定しているから。 （２７名）

●やりたい仕事だったから。 （２２名）

●福利厚生がしっかりしているから。 （２１名）

●徳島県を良くしたかったから。 （１８名）

●専攻分野の正規職員として働けるから。（１２名）

●やりがいがあるから。 （ ７名）

●なんとなく。 （ ７名）

●ワークライフバランスを考えやすそう。（ １名）

●親の意向。 （ １名）

Ｑ２．民間企業から公務員へ変わった理由は。（社会人経験者）

●幅広い仕事ができるから。 （ ７名）

●徳島県内で働きたかったから。 （ ６名）

●徳島県の発展や地域貢献に直接関わりたかったから。

（ ４名）

●福利厚生がしっかりしているから。 （ ４名）

●やりたい仕事だったから。 （ ４名）

●安定しているから。 （ ２名）

●利益追求ばかりではない仕事がしたかったから。

（ １名）

●親の意向。 （ １名）
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Ｑ３．県職員として働いてみた感想は。

【職場環境】

・職場の雰囲気が良い。（４名）
（楽しく仕事ができる、アットホームで風通しが良い など）
・厳しい試験を超えてきただけあって、職員のスペックが高いと感じる。
・定時退庁できない。
・職種が多い。
・超過勤務をしている人が多い。
・優秀かつ優しく指導していただける周りの方々に恵まれてよかったです
が、夏の冷房がほとんど効かない。

・アットホームで風通しが良い。
・わからないことがあれば、周りの上司にすぐ相談できる。 行政事務
・部下や後輩に対しても丁寧語や「さん」付けで会話するなど、上下関係に ・
おいてお互いを尊重し合う雰囲気が形成されていて素晴らしい。 一般事務

・報告・連絡・相談がいかに難しいか実感した(法令の理解ができず上手く
相談できなかった)。

・休みは取りやすい雰囲気
・休みが取りづらい。
・想像以上に忙しいときもあったが、温かい雰囲気の職場でよかった。
・様々な点で新しいことを知れ、成長が感じられるので楽しい。
・現在の職場は働きやすく、雰囲気はよい。ただ部署によっては、大変だと
いう話も聞くので、配属先によってかなり異なるという印象。

・上司とのコミュニケーションが困難。
・メンター制度をもう少し見直すべき。（メンターの役目、必要なものなど）
・職場の雰囲気は和やか。 電気
・現在の職場は雰囲気もよく、仕事がやりやすい環境にある。 機械
・職場の雰囲気が良い。（３名）
・最初はわからないことだらけだったが、職場の温かい雰囲気のおかげで 総合土木
順調に仕事を覚えていけそう。

・休みはそこそこ取りやすい。
・職場の環境はよく、分からないことがあれば何でも聞ける。 農業
・人が優しい。
・自分が担当する業務に関してだれに相談すればいいのか分からない時も 林業
あったが、些細なことでも相談に乗ってくれるため、疑問等をため込む
ことなく業務に取り組むことができている。

・職場の雰囲気は和やかな方だと思う。
・上司の方々に分からないこと等気軽に聞ける。
・アットホームな雰囲気。 化学
・周りの先輩や上司もフォローしてくださる。 管理栄養士
・「いろいろな人」が働いていることは民間と変わらないと思った。
・書類の整備、物事の適用などが基準に沿って求められること、管轄や立場 心理
が仕事をする上で重要であることをよく感じる。

・年齢が近い先輩職員も多く、話しやすい。 薬剤師
・人数が多いと少し固い雰囲気になる。
・プライベートの話が少し聞きにくい。
・異なる職種の人ともコミュニケーションがとりやすい職場。
・職場の上司はいつでも相談に乗ってくれるのでとてもありがたい。 保健師
・業務の中で熱心に教えていただけ、ありがたい。
・一人仕事なので不安もあったが、周りの職員の方や同じ職種の方に親切に 司書
していただいてなんとかやってこれた。

・楽しく仕事ができてありがたい。
・雰囲気は良好。 臨床検査技師

※メンター制度：新規採用から３年未満の職員に対し、職場の身近な先輩（メンター）が相談に乗

ったり、指導・助言をしたりする制度
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【仕事】

・業務量が多い。（３名）

・部署や所属、担当によって業務量の差がある。（３名）

・業務が幅広い。（３名）

・学生の時には全く興味のなかった分野で働いていて、興味深い一方、戸惑

うこともまだ多い。 行政事務
・入庁前には想像もしなかった業務に携わっている。 ・

・事務作業が非常に細かい。 一般事務

・やることが多くて大変だがやりがいがある。

・まだ現場の仕事しか経験していないが、少なくとも現場の仕事はやりがい

があり、楽しい。

・残業が多く、新採でも専門性の高い業務を割り当てられることがある。

・法律等の根拠が常に求められる仕事であり、勉強の毎日。
・１年目から海外出張に行くなど、積極的に仕事を任せてもらえる。

・イメージはデスクワークだったが、実際は外まわりが多く観光業に携わる

民間の方とのやりとりも多い。

・仕事する上で細かい規則が多い。 電気

・部署によって業務量が大きく異なる。

・事務仕事が多いと思っていたが、現場作業も多くあり大変やりがいを感じ 機械

ている。

・大変な部分もあるが、やりがいもある。 建築

・自分が想像していたよりも忙しい。

・思っていたより忙しい。 総合土木

・業務が多岐にわたるのできついこともある。

・外に出る現場主義な仕事。

・業務内容が幅広い。 農業

・やりがいがある。

・自分の考えていた業務と違うものもあった。

・技術職とはいえ、事務が多い。 林業

・部署や担当によって業務の負担や残業時間が大きく異なる。

・想像以上にみなさん遅くまで働いている。

・現場に行くことが思っていたよりも多く、事業により森林が整備されて

いることを実感できる。

・やりたいことをやらせてもらったという印象で、楽しい一年だった。 水産

・様々な用務に携われる。

・専門的知識を活かした仕事ができて、満足している。

・覚えなければいけないことが幅広く、大変に感じることも多いが、温か 管理栄養士

い住民の方が多く、救われる。

・優秀な人が多い。

・やりがいがある。 薬剤師

・大変さを感じることもある。

・窓口や来客対応には難しさを感じており、大変なこともある。 保健師

・県民の方と交流が多くあり、やりがいを感じる。 司書



- 5 -

Ｑ４．入庁前・後で、徳島県庁へのイメージの変化は。

【職場環境】
入 庁 前 入 庁 後

事 ・堅い人が多いイメージ ・明るく優しい人が多い
・お堅いイメージ ・ラフさがあり、堅苦しくない

務 ・華々しい ・和やか
・必死

系

技 ・堅いイメージ ・案外自由、話しやすい人が多い
・堅い職業 ・おだやかで優しい職員が多い

術 ・業務中は会話がない ・みんな優しく、雰囲気がよい
・まじめ ・アットホームな雰囲気

系

【仕事】
入 庁 前 入 庁 後

・黙々と座って作業をしている印象 ・意外と動き回ることの多い仕事
・デスクワーク中心で県民と直接接するこ ・積極的に県民と関わる仕事もある
とはまれ ・企画など自分発案の仕事が多い

・事務仕事が多い ・現場での作業や直接地域の人と接するこ
とも多い

事
・時間的余裕を持って仕事ができる ・締め切りがタイト

務 ・効率よく働いていこうと思っていた ・法令に従って作業しなければいけない

・定時退庁 ・遅くまで残業している方が多い
系 ・ワークライフバランスが取れている ・配属によっては土日出勤もあり、仕事が

多い

・忙しそう ・大変だけどやりがいは感じる
・大変そう

・決まったことしかできない ・自分の裁量に合わせていろいろとできる
・デスクワークが中心のイメージ ・現場に出かけることが多い
・難しそう、大変そう、決まりが多そう ・外に出る現場主義な仕事

・そこまできちきちしていない
技 ・仕事のよりよい向上に関しては民間以上

にシビア

術 ・縦社会、上司の命令に従う ・自分のペースで仕事ができる

・専門的な仕事ができる ・配属先によって専門から離れることもあ
系 る

・残業の少ないイメージ ・職種や課によって残業時間が大きく異な
・休みが多くワークライフバランスが推進 り、想像よりも業務量が多い
されている ・部署によっては夜遅くまで残業している

・定時に帰れる ・意外に休日勤務や、残業が多い
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Ｑ５．公務員を目指そうと思った時期は。

Ｑ６．受験勉強を始めた時期は。
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Ｑ７．採用試験情報を得たツールは。

Ｑ８．徳島県（人事委員会等）が主催・参加する説明会への参加経験
は。
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Ｑ９．採用試験前にしておけば良かったと思う試験対策は。

【事務系】

（１）１次試験対策

・重要な科目だけでも 2周以上学習する。
・筆記試験は時事に関わる問題が多いので新聞を読むことを習慣にする。

・１次試験の苦手分野を潰しておく。

（２）２次試験対策

・プレゼンテーションの練習。（２名）

動画を撮りながら練習した。

・県政全般や具体的な施策と自分のやりたいこととの結びつけ。

・毎日ニュースや新聞を軽くでいいので見るようにする。

・面接の対策。

・作文の対策（新聞やニュースをよくみておく等）。

・県のＨＰ等で、徳島県のことについて知っておく。

・時事について理解しておく。（新聞を読むことなど）

・自分がどのような仕事をしたいのか、将来どのような能力を身につけておきたいのかもっ

と考えておくべきだった。

・実際に働いている人に勤務の実情を聞き込むこと。

・公務員に限らず民間企業のさまざまな業界の人の話を聞くこと。

・新規職員の方とお話をして、職場のことをきいておけばよかった。

・徳島県の仕事内容についてより多くの情報を集めたり、説明会等に参加すればよかった。

・プレゼンテーションの練習に関しては、動画を撮りながら何度も練習した。

（３）その他

・インターンシップへの参加。
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【技術系】

（１）１次試験対策

・教養試験対策（４名）

過去問を解いたり試験を実際に受けないと間隔がつかめないので、講座などに通えばもっ

と効率的にできたと思った。

英語や国語、時事問題を丁寧に勉強すればよかった。

数的推理の対策。

・専門分野の勉強。（２名）

・専門科目への興味・関心を持つこと。

・根拠となる法律などを簡単に読んでおく。

（２）２次試験対策

・面接の対策・練習（６名）

自己ＰＲになる体験をしておく（ボランティア、趣味など）

・論文対策（３名）

一次試験が終わってからでは遅いと感じた。

日頃から新聞を読んでおく。

・プレゼンテーションの対策

・時事問題。

・常に新聞やニュースなどから情報を入れておけば良かったと思う。

・徳島のことを地形・地図等で調べておけば良かった。

・自分が目指している分野についての知識。

・県が行っている政策や取り組みについてもっと学んでおくべきだったと思う。

（３）その他

なし
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Ｑ10．職種の魅力は。

【行政事務・一般事務】

・様々な業務、分野に携われ、幅広い経験ができる。（好奇心と行動力に自信のある人には面白

い職種）（１１名）

・多様な人材、職種の方と関わることで自分の視野を広げることができる。（数千人規模

のネットワークに関わることは大企業でもなかなかできないと思う。自分の視野を広げ

られる。県民の方との出会いが多い。）（４名）

・成果が目に見え、やりがいのある仕事。（県に貢献できている実感が得られる。）（２名）

・様々な部署や課で経験を積むことができる。（その都度新たなことを学べて、常に成長

できる）（２名）

・専門性の高い分野には専門員という進路が用意されている。

・専門性も高いので体力的にも精神的にも大変な職場であるが、自分で調べて考える力が

相当養われる。

・内勤だけでなく外勤もあり、県民や町村役場、その他機関等と直接関わることも多い。

・法律や福祉の知識も身につけられ、自分の社会的スキルを磨くことができる。

・専門職がスペシャリストであれば、行政事務はジェネラリスト。広範囲にわたる知識と

汎用性の高いスキルに基づき、多方面で活躍できることが魅力。

・ある業務での出会いが別の業務に生きることがある。

・法律を読む力が身につく。

・所属によって全然違う業務を行っている。

・公務員という単語から連想されるよりも自由度が高い

【電気】

・水力、太陽光発電事業や工業用水事業など産業基盤に関わっており、徳島県を支えて

いるというやりがいがある。また、電気に限らず、幅広く仕事ができる。

【機械】

・発電所等の現場での作業も多くあり、実際に手で触れることにより安定したエネルギー供給

にどのように携わっているのかが理解しやすい。

【建築】

・建築の様々な分野の仕事に携わることができる。

・実際に自分が検査した建築物が使われているのを見るとやりがいを感じる。

【総合土木】

・徳島のインフラをよくすることができる。（２名）

・基盤整備は、いわば交通インフラの土台造りであり、その地域に整備することには意

味がある。基盤整備に携われる者として誇りに思う。

・県民の生活の一部となる施設、社会資本を造ることができる。

・働いた結果が目に見えてわかりやすく、働きがいがある点。

・学生の時に学んだことをそのまま応用して現場で生かせる。

・土木工事を通して県民の方からの喜びの声が聞けること

・総合土木は現場にでる機会が多いため、息抜きがしやすい。
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【農業】

・実際に農業者の方と関わりながら仕事ができる。（やりがいを強く感じれる。）（２名）

・農業の専門的な技術、知識を活用することができる。（２名）

・植物に興味のある人は幅広く学べる職場だと思う。

・県全体の農業に関わることのできる魅力的な仕事。

【林業】

・自然と一緒に仕事ができる。（外の空気が吸えて気持ちがいい）（２名）

・林業は、様々な産業だけでなく、県民の命を守るという部分にも寄与するため、なくて

はならない分野。しかし、林業はまだまだ発展途上の状態であり、よりよいもの・新し

いものを取り入れることでいくらでも発展させることができる可能性がある職種。

・みなさん優しい。

・徳島県の林業に携われる。

・同じ林業職でも、イベント開催だったり、林業で働く人たちの支援だったり、林道を造

ったりと担当によって業務内容は大きく違うので、色んなことに携われるのが魅力。

・林業の魅力は人を間接的に守る事。突然地震が起こった場合を考えて地すべり等の補強

工事を行うこと、津波が起こった場合を考えて山に道を作ることで、多くの人を守るこ

とができる。また、木の種類や性質・存在意義などを知っておくことで間接的に守るこ

とが出来る事が魅力。

・実際に現場へ行くことができ、実際に森林が産業として循環することを実感しながら、

これらを支援できる仕事。

【水産】

・漁業者と関わることも多いので、「人の役に立っている」という実感が湧きやすい。

・自然相手なので予測できないことが多いが、逆にそれが面白い点。

・水産に関して行政・研究と様々な業務に携わることができる。

【化学】

・専門を生かした仕事ができる。

【管理栄養士】

・県庁、保健所、病院と様々な場所で専門知識を活かすことができる

・行政だけでなく、病院も経験でき、管理栄養士としての視野をひろげることができる

ところが魅力。

【心理】

・その人、その地域というミクロ～マクロに対して、自分ができることをすれば少しで

も良く変えられる、変えたいと思うことが決して無駄にならないことが魅力。

・県職員だけではなく、地域の様々な職種の方と協働することがあり、また、研修などに

も積極的に参加できること。
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【薬剤師】

・幅広い分野の仕事を体験できる職種。（薬剤師業務、食品、公衆衛生など）（２名）

・薬や病気のことばかりでなく、大学で学んだことを様々な分野で活かすことができる。

・少し時間はかかるかもしれないが、自分に合う仕事、したい仕事が見つけやすい。

・医療関係者だけでなく様々な職種の人と交流することができ、医療から行政まで多くの

経験を積むことができるところが魅力。

【保健師】

・徳島県全体の方々の健康管理を担う、やりがいのある業務。

・人とのコミュニケーションの中での学びがたくさんある。

【司書】

・文化や教育など多様な分野・情報と、人々とを繋ぐお手伝いをする職種。

・図書館を利用してもらうために日々頭を悩ませていますが、人と本が好きな人にはと

ても楽しい仕事。

【臨床検査技師】

・幅広い検査業務に関われる可能性がある。
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Ｑ11．先輩職員からのメッセージ。

【仕事】

・本当に色々な仕事があります。

・様々なことが仕事に関係してくるので幅広い知識や経験をもっておくと役

に立つと思います。

・法学部在籍の頃は学部の勉強はあまり公務員になってから役に立たないの

ではないかと思っていたが意外と仕事の役に立つ。

・県職員として働くということは大変なことも多いですが、色々な人と関わ

りながら様々な業務に取り組むことで自分の知見を広げ、成長できるチャ

ンスも多いと感じます。入庁してからも休みの日でも自分の分野の業務に 行政事務

関する勉強をする必要はありますのでその覚悟はもっておいてください。 ・

・公務員は楽そうだし、ワーク・ライフ・バランスもしっかりしていそう、 一般事務

という世間一般のイメージをまるまる信じ込むのではなく、自分で情報を

見聞きしたうえで選んだのであれば、多忙な部署に配属されても働いてい

けると思います。存外強い覚悟が必要です。頑張ってください。

・思っているほど楽な仕事じゃないです！でもやりがいのある仕事。ほどほ

どの覚悟と自信を持ってください。

・地域の人とともに事業を作り上げたり、世界を相手に徳島を PR したりす
ることもできます。自分の可能性を広げていける職業です。一緒に徳島を

盛り上げていきましょう！

・都会にはない徳島県の魅力を共に見出していきましょう。 機械

・県民のため、という思いが県職員にとって１番大事だと思います。また、

誰でも初めはわからないことが多くて当たり前なので、わからないことは 農業

すぐに相談するということを心がければ、職員として成長することができ

ると思います。

・本気でやれば、それだけしんどいですがその分やりがいもあります。楽

にやろうと思えば、楽ですが楽しくはないかもしれません。仕事にやりが

いを感じられるかどうかは本人次第なのではないでしょうか。1 年目なの 水産

で偉そうなことを言える立場ではありませんが、お互い頑張っていきまし

ょう。

・大変なこともたくさんありますが、その分やりがいのある仕事です。ぜ 管理栄養士

ひ一緒に徳島県を良くしていきましょう。

・薬剤師でも薬だけでなく、行政や検査業務にも携わることができ、様々な 薬剤師

角度から県民の皆様を支えていけることを知ってほしいと思う。

・徳島県内の交友関係が広がり、地域を好きになれる仕事です。夢の実現に 保健師

向け頑張ってください。

・自分の得意分野・専門性を最大限に活かして、社会に役立てられるよう日 司書

々努めております。発見や学ぶことが多く、やりがいのある仕事です。

【職場環境】

・先輩方はみんな優しく、なんでも教えてくれます。仕事もやりがいがあ 行政事務

って、入庁してよかったと思っています。一緒に徳島のために頑張ってい ・

けたらうれしいです。 一般事務

・最近では、男性だけでなく女性も採用されていますので、たくさんの方に 建築

目指して頂きたいです。
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【試験勉強】

・好きなことを見つけそれを自分の強みにすること。

・多くの人がイメージしている「公務員」とは違い、様々な分野の仕事

があるため、多くのことにチャレンジできます。受験は苦しいことが多

いと思いますが、あきらめなければ必ず努力は報われるので頑張ってく

ださい。

・採用試験に受かって内定を貰うことがゴールではありません。自分がど

のような仕事をしたいのか、どのように徳島に携わりたいのかというイ

メージを持って取り組んでほしいです。 行政事務

・採用試験はゴールではなくスタートラインです。試験対策など大変かと ・

思いますが、どうか頑張ってください。 一般事務

・自分の考えをきちんと自分の言葉で説明できるようにするとよいと思い

ます。またさまざまな場所に足を向け、よく考え、自分に合った仕事を

見つけてください。

・試験勉強は大変ですが、その頑張りはこれからの人生の糧になると思い

ます。頑張ってください。

・１次試験を突破しないと始まらないので、とりあえず勉強はがんばって

ください。

・徳島県をよくしたいという気持ちがあれば大丈夫です。

・今まで勉強したことが、そのまま仕事に生かせるとは限りませんが、一

生懸命に取り組んだことが財産となり、仕事でも役に立ちます。がんば 電気

ってください。

・県職員に向けて勉強していると思いますが、職員になっても学ぶことが 建築

たくさんあるので、学びを楽しんでください。

・たくさんの業種の就職セミナーに参加してほしい。 総合土木

・試験勉強を努力した分は必ず報われるので、頑張ってください。 農業

・試験等大変なこともありますが、頑張ってください。

・勉強に面接対策と大変だと思いますが頑張ってください。

・社会人になるまでの残り時間で色んな事に挑戦して幅広い視野をもって 林業

ください。

・ともに徳島県をよりよくするためにもまず採用試験を頑張ってくださ 水産

い。

・厳しい試験を勝ち抜いていくために、これからも努力し続けてください。 化学

・どうして県職員になりたいのか、なったらどんな仕事をしたいかなど、

しっかり自分と向き合って考えてください。志望動機に説得力が増すと 管理栄養士

思います。

・信念があるひとは、それを叶えるためにぜひがんばってください。 心理

・心身共に健康で頑張ってください。

・同期の人数も多く、様々な職種の方と友人になることができるのは県

職ならではと思います。受験時は同士かもしれませんが、入庁後はかけ 薬剤師

がえのない仲間です。採用試験、頑張ってください。

・自分が働いているところを想像しながら、自信を持って試験に臨んでく 司書

ださい。

・試験の準備は早め早めにしておくことが大事。 臨床検査技師
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【応援】

・様々な分野に対する好奇心があればいいと思う。

・人口減少で厳しい時代ですが、一緒に徳島の未来を考え、最善の選択肢を

実践していきましょう。 行政事務

・まじめに勉強すれば受かると思います。受験期間よりも仕事に就いてから ・

のほうが大変なので体力を今のうちに付けておいて下さい。 一般事務

・自分を信じて頑張ってください！

・徳島県民のために共に働ける日を楽しみにしています。

・これからの徳島をどうするか一緒に考えていきましょう。

・一緒に徳島県をよくしていきましょう。

・つらいこともあるけれど職場の人は優しいので一緒に徳島をよくしません

か？？

・新たに徳島県職員となる方々と共に、徳島県をより良い県にしていきたい 総合土木

と思っています。

・徳島が好きで良くしたいと思っている人にはぴったりの職場だと思うの

で、徳島で働きたい人は是非。

・レジャーが好きな人には絶好の土地かなと思います。

・色々な方と話をすることが仕事につながると思います。頑張ってくださ 農業

い！

・自分自身が本当にしたいと思える仕事を見つけて下さい。 林業

・一緒に業務に携われれば幸いです。

・県庁に入るまでがゴールではなく、そこから自分でどのように考え行動

するかが非常に大事であるため、自分で物事を考えられるように努める必 薬剤師

要がある。

・徳島県をよりよくするために一緒に働きましょう
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